
　9月14日　酷暑を偲ぶ納涼祭のはずが、天候は
あいにくの雨だったので作業療法室で開催。地域
の当事者さんもお招きし最後の夏を楽しみました。納 涼 祭

美女？が
ご案内します

職員さんと一緒に♪

ナイスイン！

金のカップを
持って記念撮影

フライドポテトを
売っているのは…！

クレープ&
フルーチェ

地域の方々とも協力

カキ氷

おいしそう!! 浴衣姿で♪
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& しろやまだより& しろやまだより

紅葉の季節
だワン♪



運動会

　10月10日　毎年恒例の運動会が開催されました。競技に
応援に大盛り上がり！作業療法室がにぎやかな声援と笑顔
であふれました。

デカパン競争
息を合わせて

走ります

鳥人間競争
力をこめて！

玉入れ
前のめりになって健闘

ロープ引き
箱には職員さんの顔が！

障害物競走
仮装して釣り♪

物送り
急げ急げ～！ヒーロー

インタビュー☆

がんばれ!!

白組の勝利！！



　秋といえば運動会！ 9月5日にスキナヴィラ水口、10月3日にスキナヴィラ甲賀で運動会が開催
されました。普段使わない筋肉がフル活動で大ハッスル！大笑いの運動会でした。

　9月7日　水口東保育園の皆さ
んが遊びに来てくれました。元気
な歌声と優しいふれあいが利用者
さんを癒します。

　10月23日・25日　綾野小学校
6年生の皆さんと2回目の交流会。
前回とは違いお互い緊張もとれ子
どもたちの考えたゲームなどを楽
しみました。

スキナヴィラ甲賀　交流事業

スキナヴィラ　運動会

スキナヴィラ

水口

スキナヴィラ
甲賀

水口東保育園

との交流会

綾野小学校
との交流会

肩をトントン
癒される〜

園児たちの歌に
ノリノリ♪

落とさない
ように…

玉入れ♪

うちわサッカー！
勝つのはどっち!?

金メダル♪

応援団長☆

一緒にスゴロクを
楽しみます♪

ことば探し
見つけた！



　8月22日　真っ二つに割れたこと
に職員の方が驚いていました。割れ
た後は切り分けて美味しくいただき
ました。

作業療法科

就職関係

　8月20日　夏休みの期間を利用
して、新規採用職員対象の職場見
学・説明会を実施しました。4名
の方が参加し、積極的に話を聞い
ていました。

　今年度8月末に新給与体系をス
タートさせました。「地域医療・
介護のために“挑戦”と“貢献”」
というキャッチフレーズで求人広
告を出し、サントピア水口にて職
場説明会を10回に分けて実施し
ました。

夏期職場

見学会
職場説明会

スイカ割り

　9月25日　中秋の名月でしたが、
当日はあいにくの天気。室内でスス
キを見ながら茶菓子をいただきまし
た。

お月見

　作業療法科では、本格的な窯を使
用しています。完成した作品は、11
月6日から22日の文化祭で展示しま
すので是非ご鑑賞下さい。

陶芸

プログラム

35名もの方が
来てくれました

職員さんに質問

秋を感じながら
いただきます

勢いよく
振り下ろします

真っ二つに！

集中して…

バス旅行

すてきな器が
できました☆

10月24日　八幡掘に行って
きました。水郷巡り、山登り、
街歩きの3つに分かれ、それ
ぞれのコースを満喫しました。

景色にくぎづけ
一服しながら

お話♪



　8月31日、9月21日
　県の健康福祉部職
員の皆さんの現場実
習を受け入れました。
県職員さんに精神科
の臨床を経験しても
らい、県内の精神保
健福祉に役立ててい
ただきたいです。

　今年度から新卒介護職員、介
護未経験中途採用職員対象の研
修会を開催しています。技術だ
けでなく『介護する心』の教育
も行っています。

　9月8日　甲賀保健所にて、当
院の認知症疾患医療センター担
当医と甲賀・湖南地域の認知症
サポート医の先生方、保健所、
甲賀市・湖南市の方々と意見交
換を行いました。今後も更なる
医療連携を目指
していきます。

青
あお

嶋
しま

　實
みのる

 施設長

●好きな食べ物
　 どちらかといえば洋食が好きです。に

んにくたっぷりのハンバーグなど。
●休日の過ごし方
 　 昼寝したいと努めていますが、なかな

か実現しません。スポーツジムにも行
きたいと思い、現在探しています。

●趣味・マイブーム
　 最近のアナログブームの影響もあって

中古レコードを買い、クリーニング液
でブラッシングすると雑音が激減する
ので驚いています。

新人介護職員研修健康福祉部見学

認知症サポート医との情報交換会

高齢者の
感覚を体験

患者さんと
お話しました

スキナヴィラ水口 施設長をお迎えしました !

新

ストレス
マネジメント研修

活発な意見交換を
行います

　9月23日　高島市の今津総合運動公園で『滋賀県
病院協会ソフトボール大会』が開催されました。最
終回に逆転され、惜しくも1回戦敗退。当院の職員
同士はもちろん、他病院との関わりも深めることが
できました。

滋賀県病院協会 ソフトボール大会

ナイス
ボール！

楽しく試合
できました

ひとこと
 老建施設での勤務は一般病院とはか
なり異なり、日々勉強中です。よろ
しくお願いします。



　10月6日　『こころの健康フェスタ
2018』がピアザ淡海で開催されまし
た。日々の業績が認められ、当院より
3名の職員が表彰されました。

　10月17日　今年度入職職員さ
んを水口病院に受け入れ半年が経
ちました。少しは現場に慣れてき
たものの、まだまだ緊張や不安が
見える皆さんに院長から熱い激励
のメッセージをいただきました。

栄養士 北川 めぐみ
精神保健福祉士 是洞 　　崇
看護師 細井 　孝章

～アップルクランブル～

イギリスのママの味

秋に旬を迎える果物『りんご』。生で食べるのが一番

おいしいと思うのですが、時々甘味の少ないものに

出くわしたり…。そんな時は加熱すればいいんです！

そこで今回はイギリスのママの味『アップルクラン

ブル』を紹介します。少ない材料でお手軽にできて、

アツアツでも冷してもおいしいデザートです。

りんご………………１個
砂糖A……………大さじ２
塩水……………………適量
サラダ油………………適量

砂糖B………………… 20g
マーガリン………… 20g
小麦粉……………… 40g

①…りんごは皮をむいて４等分にし、端から５ミリ幅に切って塩水に漬
ける。

②…耐熱容器に水気を切った①のりんごと砂糖Aを入れて軽く混ぜ、上か
らふんわりとラップをかけてレンジで５分加熱する。

③…ポリ袋に砂糖Bとマーガリンを入れて揉み込む。そこに小麦粉を加え
て更に揉み、そぼろ状（クランブル）にしておく。

④…別の耐熱容器（１５センチくらい）の内側にサラダ油を塗り、そこ
へ②で加熱したりんごを入れる。その上から③で作ったクランブル
をまんべんなく敷き詰め、オーブントースターで１５分加熱する。
　

⑤表面がかりっとしてきつね色になったら、出来上がり！！

＊…お好みで加熱したりんごにシナモンを加えると本格的で風味豊かに
なります。

＊出来上がったものにホイップやアイスを添えてもおいしいです

【材　料】　　（５個分）

【作り方】

精神保健福祉協会表彰　授賞式

医療安全管理研修会第2部入職式

現在の心境を
話しました

『初心を忘れず』
気を引き締めます

真剣な表情

　10月17日　当院顧問弁護士
の武輪耕世先生に『医療安全管
理研修会～裁判例を通して～』
というテーマで講演していただ
きました。具体的な事例をもと
に、病院がすべき対応を教えて
下さいました。



支援センターしろやまには“しろやまアトムス”という精神障がいを

持つ方のソフトバレーチームがあります。20代から60代まで幅広く参

加しています。練習では基礎から教えます。経験が無くても勿論大丈

夫です！！体を動かしたい方、バレーが好きな方、ちょっと気になる

方、一度練習に来てみませんか？見学だけでも可能です！お気軽に支

援センターまでお問い合わせ下さい☆

バレーメンバー募集中！！ バレーメンバー募集中！！ 練 習 日 時

金曜日　15：30～17：00

場　　　所

水口体育館

持　ち　物

体育館シューズ、または室内用運動靴

毎月、料理やカラオケなど様々なプログラムを用意して

います！

プログラムカレンダーも発行していますので、お気軽に

お立ち寄り下さい。

開所日時/
土 日 祝/
住　　所/
電話番号/

平日13：00～17：00　
10：00～17：00
〒528-0031  滋賀県甲賀市水口町本町2-2-27
0748-62-8181

定 休 日/ 水曜日

支援センターしろやま支援センターしろやま
しろやまコミュニティハウスとは？
…地域で暮らす、自立の為の生活訓練事業所です。住まい

と活動の場を提供し、社会への復帰や地域での自立した

生活の準備をする施設です。

※住所・電話番号は左記支援センターと同じです。

　利用に関する事や、気になる点などございましたら

　お気軽にお問い合わせください。

しろやまコミュニティハウスしろやまコミュニティハウス

しろやまだより 　7月28日　県立障害者福祉センターにて、湖南ブロック大会が行われました☆ 今年は
なんとなんと…準優勝！！日々の練習の成果ですね～！皆さんとても嬉しそうな様子で
した。11月10日の県大会も皆で協力して頑張ります(^^)/ ！

　10月7日　毎年恒例の秋まつりを行いました！今年も晴空の中、BBQを開催しました☆ お
肉を食べながら終始賑やかな声が飛び交っていました（^^）最後にはじゃんけん大会も行い、
皆さん大盛り上がりでした♪支援センターでは、地域の利用者さんに四季を感じて頂けるよ
うなプログラムを行っています☆

今年はなんと
準優勝☆気合いが

入ります！！

最後は皆で
じゃんけん！！

皆で楽しく♪



【病院関係】
◦10月24日　水口社会福祉センター
　生活福祉部会
　　「身近な精神疾患について」　　青木 治亮 医師

【認知症疾患医療センター関係】
◦9月6日　水口センチュリーホテル
　第8回 甲賀湖南うつ病・認知症・在宅医療等懇話会
　　「認知症の周辺症状について」　　小宅 由朗 医師

◦10月4日・11月1日　水口社会福祉センター
　介護予防事業従事者研修会
　　「軽度認知障害と認知症予防について」　　高橋 淳 医師

年末年始のお知らせ
12/29～1/3
休診となります。

年末年始は患者さまの外泊・外出・面会をよろしくお願いいたします。

　台風が過ぎ去り、すっかり秋らしい空
気になりましたね。一気に冷え込み、イ
ンフルエンザの流行する季節がやってき
ます。皆様お身体に十分お気をつけくだ
さい。「こころの虹」に関するご意見・
ご感想がありましたら、水口病院広報委
員会までお寄せください。

研修会・講演会報告

ごあんない

診察室 1 診察室 4

月 青木治亮

火 稲熊敏廣

水 大槻秀樹 小宅由朗

稲熊敏廣

金光博樹

山根秀夫

木

田中宏一

金

長谷川隼人

金光博樹

土

青木治亮

青木治亮

●診療担当医師 ＊ 今後、若干変更する可能性があります

＊ 外来受付時間…8：30 ～ 12：00　（初めての方の受付は11時までです）
＊ 外来診察時間…9：15 ～　（午後からの診察は予約の方のみです）
＊ 面会時間………8：30 ～ 19：00

＊ 初診の予約は必要ありませんが、初診患者さまが多数の場合は、
 　当日の診察をお断りすることがあります。
＊ 患者さまの病状により、診察の順番を変更することがあります。

相談時間……13：30 ～ 17：00
場所…………水口病院地域連携室
TEL …………0748-63-5430（直通） 0748-62-1212（代表）

＊ その他のご相談についても随時お受けしております。お気軽にご相談ください。

相談日 主な相談テーマ

●無料福祉相談日のお知らせ
水口病院では、地域連携室で医療相談員（精神保健福祉士等）による
無料保健福祉相談を行っていますので、ご遠慮なくお申し出ください。

＊ 上記テーマ以外のご相談でも構いません。ご相談の内容が外部に漏れることは
　　一切ございません。
＊ 当院ホームページでも相談テーマをお知らせしております。併せてご覧下さい。
＊ 直接お越しいただくか、お電話でお気軽にご相談ください。

小宅由朗

診察室 2

田中宏一

勝又　　隆

青木建亮

大槻秀樹

長谷川隼人

勝又　　隆

診察室 3

●水口病院の理念 ●水口病院の患者さまの権利

［理念］　　病める人にやすらぎと生きる力を

［方針］　・安全で質の高い医療を提供する

　　　　　　　・患者さまのニーズに沿った快適な

　　　　　　　　環境を提供する

　　　　　　　・地域に開かれた医療、

　　　　　　　　福祉サービスを実践する

・良質な医療を公平に受ける権利があります

・人格や価値観を尊重される権利があります

・治療について知る権利、納得できるまで説

　明を受ける権利があります

・治療方法などを自らの意思で選択する権

　利があります

・個人情報が守られ、プライバシーが尊重さ

　れる権利があります

水口病院の　　  →
携帯サイトはこちら

最寄り駅
JR貴生川駅（草津線）よりバス15分／タクシー10分
近江鉄道水口駅または、水口石橋駅より徒歩5分

〒528-0031
滋賀県甲賀市水口町本町2-2-43
TEL
FAX
http ://www.minakuch i -hp .or . jp/

一般社団法人　水口病院

： 0748-62-1212
： 0748-62-1215

12月11日（火）	 介護保険・自立支援法等のサービス利用に関する相談

12月25日（火）	 社会保障・福祉制度に関する相談

	 （障害年金・精神障害者保健福祉手帳等）

		1月		8日（火）	 受療・受診に関する相談

		1月22日（火）	 就労・経済的な問題に関する相談

		2月12日（火）	 介護保険・自立支援法等のサービス利用に関する相談

		2月26日（火）	 社会保障・福祉制度に関する相談

	 （障害年金・精神障害者保健福祉手帳等）


